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ミサでの私の役割 

古川 健一 神父 

 

 先日、福岡教区の聖香油のミサに参加しました。この日はもちろん司式者は教区長である宮原

司教様でした。このミサは福岡教区で働いている司祭が集まって捧げられました。さて、司教様
が心を込めて捧げておられるにも関わらず、不謹慎な私は今日は楽させてもらっていると感じて

いました。なぜなら、ミサの司式に気をつかわなくてもよかったからです。他の神父様と同じこ

とをしていれば大丈夫と思っていました。福音も読まないので、マイクに気をつかわなくてもい

いし、緊張もしなくてもすみます。説教もしないので、プレッシャーもなく楽な気持ちでミサに
預かっていたのです。説教する前の日は神さまのことを伝えることができるかと思い、なかなか

眠ることができない日が多いのですが、今日のミサにはぐっすり眠ってから参加できました。そ

れで、体の状態も本当にいい感じでミサにあずかることができました。時には役割が全くないの
もいいなぁと思っていました。しかし、その考えは間違いでした。両隣に先輩の神父様達が座っ

ていたのですが、大きな声で歌って、司式者の呼びかけに大声で答えておられるのをみて気づか

されました。ミサのなかで役割のない人はいないということです。司祭、司会者、朗読者、奉納
者、侍者など、その決められた役割だけが役割ではないのです。賛美の歌を本当に心から歌う。

司式者の問いかけに司式者に聞こえるように答えること。積極的にミサに参加すること。それも
たくさんある役割のなかの一つだということに気づかされ

ました。熱心に祈る姿、皆が歌っている姿、姿勢をとおして、

私自身が変えられていくことがあるんだなぁということに
気がつきました。 

 歌もうまく歌えないし、声をだそうとおもってものどに障
害があったり、何もできないと思っている人がいるかもしれ

ません。しかし、私がミサに参加していることで他の人に勇

気を与えていることに気づいてほしいです。役割のない人は
いません。私たち一人一人はイエスさまの体がやどる神殿で

す。聖木曜日のミサのなかでイエスさまは「互いに足を洗い
あわなければならない。」という言葉を残してくださってい

ます。お互いがお互いに仕え合うことによって、皆がイエス

さまへと近づいていきます。お互いがつかえあうことは期限
がありません。 

 キリストの神殿である私たちの存在が、キリストのすばら
しさを知るきっかけとなります。今年、そのすばらしさを知

って洗礼を受けられたすべての方と一緒に主から与えられ

た使命を果たせるように祈り、歩んでいきましょう。 

 

私 の ホ ー ム ス テ ー の け い け ん                          

         ボイェット・パロモ神学生 

 

弟子の足を洗うイエス 



 ３月９日から１３日まで日本ではじめてホームステーをし

ていました。ホームステーのために二つのかぞくにとまってい

ました。最初はさいとうさんの家です。さいとうさんは YMCA

のいいんです。そして、彼は福音だいがくの会長です。さいと

うさんの奥さんも YMCA ではたらいています。二人の四人の

息子さんたちはにほんでべつなところにはたらいています。ふ
たりをはじめてみたときにわたしのおなじのりょうしんだと

おもいます。さいしょの日はすし屋で食べました。そのあとさいとうさんのいろいろなしごとの

ばしょをみていきました。たとえば、YMCA とふくいんだいがくへいってみました。そのあと福

岡ダム（DAM）に行きました。福岡ダムで景色はとてもきれいでした。かえった時は夜ごはんを

焼き鳥を食べました。夜ごはんを食べながらいろいろな会話をしていました。本当にとてもたの
しかったです。次の日がっこうにいって、ふたりは仕事があったら昼ご飯で同級生と食べていき

ました。いつもすぐにかえったら、そのいっしゅうかんで同級生と一緒に食べたり、あそんだり、

たくさん話したりしました。けれども、寒いですが時々大名町教会で二人をまっていました。５

時にさいとうさんの奥さんにむかえにきてもらいました。お母さんと一緒に福岡ドームに行って

みました。あのところは本当に素晴らしかったです。お母さんと JAL ホテルのエレベターにのっ

てけしきをみました。エレベターでなんかいにのって、けしきにきれいですがこわくなりました。

きぶんがわるくなって、けしきをみえないほかのエレベターにのりました。お母さんは笑ってい

ました。そのあとふくおかドームのいろいろなみせをみました。 
 次の家は上久保さんです。上久保さんは YMCA のいいんです。かみくぼさんのいっしょのすん

でいるはむすめさんです。むすめさんも YMCA にはたらいています。かみくぼさんのおくさんと

ほかのこどもはかごしまにすんでいます。かみくぼさんはフィリピンにいったからたくさんしつ
もんをしました。たとえばばしょのなまえとフィリピンのことばをしっていました。それにむす

めさんのりょうりもとてもおいしかったです。 

 つぎの日５時に上久保さんに YMCA で迎えにいました。上久保さん
のうちに帰る前に福岡タワーに行きました。福岡タワーは一番高くて景

色はとてもきれいでした。そのあと、上久保さんの家の近くの場所でス

ナックバーに行きました。スナックバーでワインを飲んで歌を歌いまし
た。本当にかみくぼさんとむすめさんはやさしかったです。 

 にほんじんのうちにとまったのは初めてでした。奥さんがつくって下

さった日本料理はとてもおいしかったです。さいとうさんのうちでとっ
たしゃしんをかぞくにおくってあげました。きっといまごろしゃしんを

みているでしょう。とてもたのしくて、じかんをわすれてしまいました。
ほんとうにありがとうございました。そつぎょうしきのときさいとうさ

んとかみくぼさんにてがみをあげました。 

 じかんがあったら、ぜひまたみなさんにあいたいとおもっています。
ほんとうにありがとうございました。 

 

宗 像 黙 想 の 家 で の オ ブ レ ー ト 会 総 会                          

             ブルゴアン・レモン神父 

 

 毎年春にオブレート会は総会を行ないます。ある時は何か決めるための話し合い、ある時は研

修会です。今年の３月２４日～２７日の間に両方を行ないました。 
 最初の二日間は他宗教との対話と仏教についてでした。他

宗教との対話については神言会の神父であるジェームズ・ハ

イジグ師でした。とても有意義な話しをしてくれたのです。

仏教についてはアメリカ出身のトーマス・ケルシナー師とい

う禅宗の僧でした。彼は元々はカトリックの信徒でした。よ
くカトリックの観想会の修道者と対話し、似たところが多い

ようです。カトリックの伝統を取り入れながら、禅はカトリ

ックに提供するところもあります。それは黙想の方法として
座禅があることです。また、禅では（仏教全体はそうですが）、

苦しみや苦難からの逃げ道を考えますが、そこで、カトリッ

福岡ドームと JAL ホテル 

福岡タワー 

京都 天龍寺庭園 



クが禅に提供できることとして「苦しみ、苦難の深い意義（特にキリストの受難を通して）」が

あります。 

 有意義な二日間でした。相手をありのままに受け入れて豊かな対話をすることが出来ます。宗

教との対話もそうですが文化との対話もそうです。 

 三日目はこれからの日本におけるオブレート会の組織についてでした。事実上毎日の生活には

そんなに変わりがないけれども、歴史を振り返ってみると変化がありました。最初はアメリカの
管区の宣教地としてあったものが次第に準管区になり、そして人数が少ないからローマ本部に直

属する地区になったが、それは一時的な解決で、これからアジアに属する地区になります。アジ

アと言っても主にコロンボ管区、ジャフナ管区（両方ともスリランカ）、とフィリピン管区です。

近い将来人事を送ってくれる管区です。どれかに直属するが、三つの管区は協力して日本と韓国

を見守ることになります。それに伴い、今のシアニ地区長は今度の１０月に任期が終わるので、
この総会で時期地区長を選ぶための秘密投票を行ないました。ローマから来ていたアジア地域の

担当のペディング師は、皆さんの票をローマに持って帰って、４月の終わりか５月の初めに次期

地区長の発表です。そして９月に評議員が決まってから、新しいメンバーが日本地区の責任者に

なります。そんな会議でした。 

 

MAMI の皆さんへ                      リチャード・ハー神父 

 

 ご復活おめでとうございます。長年マミを通し

て多くの友人を作り、こうやって皆さんに挨拶で
きるのは嬉しいです。６年前にアメリカ合衆国に
戻ってから、いくらか健康上前進できました。車

いすをやめ、今杖だけで歩き回ります。ここのオ

ブレート会の施設でのケアはとても良いです。本
当に幸せです。こちらに来た当時とても寂しかっ

たです。何故かというと、部屋に閉じ込められて

いたからです。これは当然でしょう。しかし少し
ずつ、特に背中の手術をしてから、殆ど毎日、こ

この広い庭で散歩できるから良い運動になります。今は８３歳になりましたがとても元気にして

います。神からの恵みによって神により近づき、祈りの生活を豊かに送ることが出来ます。皆さ
んが私のことを心配していることはよく分かっています。そして私の祈りの中に日本の皆さんと

一致していることを感じます。宣教師なら最後まで宣教師ですね。日本のオブレート会の神父た
ちとブラザーの努力の上に、神の豊かな恵みが注がれますように。オブレート会の一員として、

日本で働くことが出来たのはとても幸せです。リチャード・ハーより 

 

こんにちは                   エドワウド・サントス神父 

 

 皆さん今日は！ニュースレターのために記事を書くのは久しぶりです。文章を書くのが苦手で
す。特に自分の言葉以外で書くことになるとそうです。それに日本語の勉強は殆ど私の時間を取

ってしまいます。それにも関わらず日本における私の生活の一部を分かち合おうと思います。 

 神言会の神学院に来た時に、日本語の勉強を終わる

までにここにいるつもりでした。しかし神は違う計画

を持っていたみたいです。１学期を終わったところで
ブラジルに戻りました。なぜかというと、入院してい

た父の容態が悪化したからです。ブラジルに着いてか

ら数日後に亡くなりました。その時からとても忙しか

ったです。兄弟姉妹と共に、多くのことをこなさなけ

ればなりませんでした。全部で２ヶ月かかりました。
私の主な役割は兄弟を支えることでした。それはた

だ、そこに居ることと祈りの支えでしたが…。私がい

なかったとすれば、お姉さんはどうすべきか分からな
かったでしょう。日本に戻り日本語学校の先生たちと

相談したら「２ヶ月のブランクがあるから、以前のク

２〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 

オブレート会の施設(ボストン郊外) 

お父さんへ聖体拝領 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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ラスにはついていけないでしょう」と。だから次のクラスが始まったらそれに参加した方が良い

という結論でした。 

 毎日日本語学校に通い、図書室で今までの勉強を復習し、そして少しは予習も出来たので良か

ったです。次のグループに入ったら楽になります。学校に居ると、授業と授業の間にまた食事の

時に、同期生に会ったりして話す練習も出来たのです。 

 そしてもう一つの重大なことは、オブレート会の豊橋修道院に時々戻られたことです。ずっと
神言会の神学院のところで泊まったら、やっぱりオブレート会ではないから雰囲気が違います。

両方の修道会を比べたくないけれども、事実としては同じ精神を持つ自分の修道会に居ると落ち

着くのです。そして豊橋教会では料理教室を開きました。ブラジルの料理を婦人たちに紹介でき

て楽しかったです。それも日本語の練習になりました。提供したのはブラジルのチーズの入った

パンでした。教室を終わると楽しく作ったパンを食べ、コーヒーを飲みながら皆さんとの関わり
ができました。幸せな日でした。婦人たちがとても喜んでいて「次のバザーで売りましょうよ」

と言ってくれました。これが実現できたら最高。次のバザーを楽しみにしています。 

 また会いましょう。 
 

マ ミ ( 福 岡 地 区 ) の 会 に 出 席 し て                       

             古賀教会 内野 順雄 

 

 ３月２８日に開かれた集会では最初にブルゴアン神父による全世界の４５００人のオブレー

ト会士の多岐にわたる活動状況についての講話があった。印象的だったのはオブレート会の会憲
を引用しながら新しい世界の預言者、神の聖性の証人として会士自身が改心する必要があると言
われたことであった。この会の目的は苦しむ人々とともに歩むことであると強調された。苦しむ

人々というのはエイズなどの病気により差別されたり健康や食べ物に恵まれず希望を無くして

いたり罪を犯して刑務所で償いの生活を送っているひとびとのことである。これらの苦しむ人々
への奉仕のためにアメリカではヒスパニック、カナダではインディアン、アフリカでは南アフリ

カ共和国に囲まれたレソトやザンビアで奉仕活動を続けている会士もあれば国連や世界銀行、Ｉ

ＬＯなどの機関、で活躍している会士もいるとの報告があった。 
 午前中のプログラムはミサで締めくくられた。ミサ中ブラザー

八木は説教の中で神は人間を愛する気持ちの表われとして人間
と同じ目線で、人間の同伴者として寄り添ってくださったことに

わたしたちは思いを致さねばならないと語られた。 

 午後最初の講話をされたのは古川神父であった。「いのちの電
話」やドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力）から逃れて
くる人々への温かい援助を通じて奉仕を続けられ昨年帰天され

たシモンズ神父のカリスマについて話された。筆者も「いのちの

電話」には関わった経験から奉仕の困難さと大切さが少し理解できたように思う。もうひとつ心

に響いたのは先天性聾唖者のための手話ミサに心血を注いでおられるディーリ神父のことであ

った。ご苦心の様子はそれが後天的な聾唖者の手話とは全く異なることをブルゴアン神父とブラ

ザー八木の証言からも想像することができた。 

 最後にブラザー八木は父性原理と母性原理について話された。父性原理は自分の言うことを聞

くものはいたわり、聞かないものには罰を与えて従わせる。母性原理は言うことを聞くものも聞
かないものも包み込んでゆく、たとえ罪深いものも受け入れる。どちらかといえば旧約の世界は

父性原理で、新約の世界は母性原理で貫かれているようにみられる。日本人は母性原理を受け入

れる傾向がある。昨年秋の長崎での１８８福者の列福式に出ている時、多くの「転んだ」人々の

ことに思いが及んだと話されたとき筆者も全く同感であるという思いを禁じ得なかった。

（2009.3.31） 
 

「変えられた」パウロ                                          ブラ

ザー八木信彦 

                    

 キリスト者迫害のリーダー、パウロはなぜ劇的な回心をしたのでしょう。もちろん、ダマスコ

への途上での出来事が彼を変えたのでしょうが、実はそれ以前から(回心が)始まっていた…、と



いう記事を目にしたのでご紹介したいと思います。 

 パウロ(当時サウロ）は、イエスを信じる者は男女を問わず引き立ててきていいという大祭司

からの許可状を手に、追跡の旅を続けていました。彼は、イエスを信じる人々が恐れてやまない

執渤な迫害者でした。このパウロの劇的な回心は、事実そのまま突然ではなかったのかもしれま

せん。 

 若かりしパウロは、６００以上もある律法を完全に守る、守れると自負するファリサイ主義の
バリバリのエリート、完全主義・理想主義者で、自分こそ神の栄光のために働いていると信じて

疑わない熱心なユダヤ教徒でした。そのような血筋においても信仰においても非の打ち所のない

パウロは、罪人を招くイエスなどとんでもない人物だと思っていました。ましてや十字架上で刑

死したものを、神の子とは決して認めようとはしませんでした。イエスを救い主と信じることは、

神を冒涜するとんでもないこととして教会を迫害し、クリスチャンをしばりあげることに使命を
覚えていました。律法を完全に守る人たち、素性も確かな立派な人たちでこそ、神の民は構成さ

れねばならないと思っていました。 

 しかし彼は、自分の心は律法にそおうとしているのにもかか

わらず、肉体がついていかないということに密かに悩み始めて

いました。いくら律法に忠実であっても、心が安らかにならな

いことにもいらだっていました。そんなとき、パウロが目のあ

たりにしたのが、ステファノの凄絶（せいぜつ）な殉教でした。 

 ステファノは、イエスという罪人を信じ、イエスの生き方を
実践し、当時キリスト者と呼ばれた人たちの模範的な人物でし

た。あれほど残虐な石打ちの刑を受けていたのに、少しも顔を

ゆがませることなく、ひどく穏やかな顔のまま祈り、最後は自
分を殺す者の赦しを神に乞いながら息を引きとりました。そう

いう姿を見て、パウロは不思議に思いながらも、内心穏やかで

なかったでしょう。ステファノの平安と自分の内心の不安とを
比較していたでしょう。そんな中でも、イエスを信じる者を迫

害することで、なんとか抑制してきたのでしょう。 

 自分とステファノのあまりにも心の内の違いに、うちひしが
れながら生きることになります。人として大切にしなければな

らないものへの疑問を抱き始めます。その問い続けるパウロの

気持ちへの神さまの応えが、ダマスコヘの途上での出来事だった…と想像することもできます。
それは、ステファノ殺害からおよそ 1 年後の出来事だといわれています。 

  こともあろうに迫害しているイエスご自身からの呼びかけであり大きな赦し・受容でした。ま
さにステファノ殺害時に、ステファノ自身からの殺害者への赦しと同様、その赦しはイエスから

パウロに向けられたのでした。この愛の体験をしてしまうと、人は変わらずにはいられません。

たくさんの掟を守ることで空虚を感じていたパウロは、たった一つの掟(愛)で救われ、変えられ
たのでした。神の教会を破壊することに使命を見出した人生から神の教会を立てる人生へと 180 

度転換したのは、彼の熱心さ、正義感ではなく、イエスの赦し、愛だったのです。それに触れる

きっかけは、ステファノが見せた敵をも赦す愛だったのかもしれません。 
 その愛を体験したパウロは、分裂で悩み苦しむ教会に以下のようなメッセージを送るほどまで

に変えられました。有名な愛の賛歌です(Ⅰｺﾘﾝﾄ 13;1-8a,13)。 

たとえ、人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、 

愛がなければ、わたしは騒がしいどら、やかましいシンバル。 

たとえ、預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、 
たとえ、山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、 

愛がなければ、無に等しい。 

全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、 

誇ろうとしてわが身を死に引き渡そうとも、 

愛がなければ、わたしに何の益もない。 
愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。 

礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。 

不義を喜ばず、真実を喜ぶ。 

すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。 
愛は決して滅びない。 

信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。 
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その中で最も大いなるものは、愛である。 

※追伸  188 人の列福式があったばかりですが、この殉教者の態度が、処刑する側の当時の幕府

役人たちへの回心につながったことも、多々あったのではないかと、ステファノ殺害時の状況を

思いながら、そう想像しました。 

 

７８歳の修練者                             レモン・ブルゴアン神父 

 

 修道生活７０周年の祝いは珍しい。オブレート会だけではいくつかの例がある。ダマーズ・ダ
ンドゥラン師（カナダ）とジャンバティスト・ベイス師（フランス）である。前者は１０２歳で

亡くなった時に司祭８０周年を祝った。後者は１９７６年にフランスのニースで亡くなり、修道

者として８１年間、司祭として７６年間を過ごした。更にカナダのマニワキやジェイムズ湾の人

たちはまだジョゼフ・エティエヌ・ギナール師を覚えている。１００歳の彼は１９６５年にサン

タガット・デ・モン（カナダ）で亡くなり、７３年間、とても優しくて信心深い方で祭壇のとこ

ろで奉仕した。 

 でもそれよりも珍しいものもある。ヨーロッパやカナダの全ての修道会史の中で唯一の例があ
る。それは７８歳の修練者である。それはオブレート会が作った「記録」である。この修練者は

アイルランドの人である。１８１４年１０月１７日生まれのウイリアム・デーリ師である。若き

ウイリアムは宣教師の召命があると感じた。フランスのマルセイユに宣教師を派遣する修道会が

存在しているということを外国からダブリンに来た宣教師から聞いた。この情報は若いデーリ師

を魅了した。その場でアイルランドからマルセイユに飛んで行った。そこでオブレート会の創立
者ウジェーン・ド・マズノ司教に出会った。すぐ着衣の式が行なわれ修練期を始めた。それは１
８３７年２月１６日であった。 

 ４年後、司祭になってから先ずイギリスに派遣された。デーリ師

とカジミール・オベール師は積極的にイギリスのオブレート会の土
台を敷いた。人口の多い多くの宣教地を開いて貧しい人たちの下で

効果的に福音宣教に励んでいた。しかも英語圏の多くのオブレート

会に入会希望者を連れてきた。が、不幸にも赦されない大きな財務
的な失敗をした。油断しないで新しい土地を買うつもりだったが、

オブレート会の殆どの財産を失うことになった。オブレート会自体

は破産し、修道会としてなくなるだろうという淵まで行った。ド・
マズノ司教はフランスに戻っていたオベール師をイギリスに派遣

して損害を最低限に押さえるよう、と伝えた。「このような誤りを
根まで切り放しなさい。完全に馬鹿な出来事だ。覚えなさい。馬鹿

な事は短ければ短いほど良い事である」とド・マズノ司教はオベー

ル師に書いた。オベールは一生懸命勤めたが債権者が「もうけた」
と考えているので事態は一つも動かない。デーリ師を完全にだましていた。こういう事件は新聞

で公になり、修道会の当時者においては、惨めなデーリ師に対して全く真実性を失っていた。そ

のために創立者の許可を得て自発的に退会した。創立者は悲しかった。「息子」を失いたくない。

その事件にもかかわらず創立者は神に対する信頼を捨てないで、しかも将来への深い信仰を示し

た。「悪魔から来る大きな試練の前で気を落とせば、神とその教会に帰属する資格は無い。強い

信仰をもって深く祈り続けるのが、悪に対する勝利の秘訣である。」と。 
 １８５２年にデーリ師が教区の司祭として歩み始めた。あちこち多くの教会の主任司祭になっ

た。彼の熱意と信心深さに対して信者たちが関心を持っていたので、それぞれの小教区の信者た

ちに愛されていた。退会したからと言って、オブレート会に対していつも興味や関心を持ち続け

なかったことではない。勤める小教区ごとに、オブレート会士をその小教区に呼んだり、いろい

ろ協力したりしていた。オブレート会の活動と営みをいつも応援していた。何回か再入会したい
気持ちがあったけれども遠慮した。４０年過ぎてから１８９２年に、勇気を出して当時のオブレ

ート会の総長にお願いした。ジョゼフ・ファーヴレ総長は彼の再入会を許した。それで再入会す

る為の修練期に入った。夏頃だった。ベルモント・ハウスというアイルランドにおけるオブレー

ト会の修練院で、７８歳で修練期を始めた。同期修練者はデーリ師の姿を見て、いかに修道会の

懐に戻って幸せかが良く分かった。主は、デーリ師が修道生活においての花道によって、長い年

月の忠実な活躍に冠をかぶせる機会を与えた。次の年１８９３年に誓願を立てた。その翌年１８

９４年７月２７日に、修道会の兄弟に囲まれて平安のうちに亡くなった。彼が繰り返し繰り返し

「オブレート会の会士として死んでいくのは一番幸せな事だ」と言ったことに、皆驚いた。 
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オ ブ レ ー ト 会 と 創 立 者                                       

    ジャン・ドゥルアール神父 

                                       編集：レモン・ブルゴアン神父 
 彼の召命は個人的使徒的召命から司祭の使徒的共同体に変わっていくのである。しかしまだ彼

はただ一つの小さな共同体しか考えておらず、それはたった３年だけ続いた。１８１８年８月、

ある教区の司教がその小さな共同体を分けて私の方にも下さいと言われ変わっていく。 

 それはアルプス地方だった。冬は雪が多いので交通機関やコミュニケーション手段が難しくな

る。小さな村々もそれぞれが孤立したところだ。受けるべきか否か。神のみ旨は何なのかを祈り、
考え、仲間を集めて相談した。仲間たちは、もし私たちが一番見捨てられた人たちのために働く

というのなら、その山にいる人とこの田舎にいる人のどちらがより私たちを必要としているのか

考えるべきだ、と言う。その結果、必要とされていることは同じぐらいであると判断し、２つの

共同体に分けられることになった。 

 ウジェーンの大きな心配は、２つの共同体の一致である。単なる活動、仕事における一致でな

く、同じ心同じ精神で生き、使徒職を行うことが大切なので、２つになった時、その一致をどの

ように保つのかが心配だったのだ。一つの心、一つの魂を保つため、どうすればよいかを考えた

時、修道共同体を作るという結論を出した。 
 同じの屋根の下に生活し、同じ祈りをし、黙想の時間に忠実ということだけでなく、一つの魂、

一つの心を持つということ、そのために一つの精神を訴える規則書を書こうと、マズノ家郊外の

別荘に引きこもり、３週間かけて会憲会則を書いたのだ。 

 大きな紙の右半分に文章を書き、左は訂正用に空けておいた。会憲会則は、○○すべきである
とか、○○すべきではないとか、そういうリストではなく、一つの精神を訴えるものである。 

 この会憲会則を書く段階で新しいものが浮上してきた。作業の助けとして、レデンプトール会、
ビンセントポール会、イエズス会の三つの会憲会則を借りてきたのだが、その三つの会は司祭と

修道士の会だったのである。彼はそれまで司祭だけの会をつくるつもりだったのだが、自分の会

も修道士を加えた方が良いと思うようになった。なぜなら、ある人のことを思い出したからだ。 
 １８１２年、彼が司祭としてエクスに帰った時、母の家にしばらく滞在したのだが、あまり世

話になりたくなかったし干渉されたくもなかった。といって一人で生活するのもいやだったか

ら、ナポレオンが閉鎖したトラピストの修道士と生活すればどうかという、知人の提案を実行す
ることにしたのだ。 

 その名はブラザーマウルスである。彼は喜んでやってきた。青少年に好感を持たれるというカ
リスマがあり、青年会を大いに助けたのだが、それよりも、祈りの生活そのものを見て、ウジェ

ーンは感激した。その謙遜と皆に伝えたいという姿勢に打たれた。彼は文字どおり皆の兄弟とな

った。ウジェーンより年上だったので助言者になることを頼まれ、彼はいつも一生懸命正直にウ

ジェーンの弱点を指摘した。後年、ウジェーンはそれがとてもためになったと述べている。 
 １８１５年、ナポレオンが大敗し、ブラザーは再開された修道院へ帰ってしまったし、仲間の

司祭を探すことに夢中で、修道士のことは忘れてしまっていたが、２年後に、イエズス会などの

会憲会則を見た時に、あのブラザーがいた時のいろいろなよい出来事を思い出し、なるほど司祭
と修道士がいてもよいと思ったのだ。 

 １８１８年に書いた会憲の中に

は、ブラザーはその時いなかった

けれど、ブラザーについての条文

を書き入れた。題名だけ「修道士
について」と書かれ、条項は省い

て実際修道士が来た時書くことに

した。 

 昔は、司祭にならずに一緒に生

活する修道士たちを「回心した人
たち」という言い方をしたが、１

８２５年ローマに許可を求めに行

った時、オブレート会の共同体は
まず皆が家族であることを強調

し、総長はお父さんであり皆は兄
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司祭 ブラザー 神学生 計 割合

ローマ本部 ４４ ５ ２３ ７２ １.７%

アフリカ ５１１ ７１ ２１９ ８０１ １９.２%

南アメリカ ３２９ ３２ １０５ ４６６ １１.２%

アジア・

オセアニア
４９７ ２６ １５４ ６７７ １６.２%

カナダ・

アメリカ
８０９ １３８ １２ ９５９ ２３.０%

ヨーロッパ ９７３ １３４ ９５ １,２０２ ２８.８%

計 ３,１６３ ４０６ ６０８ ４,１７７

割合 ７５.７% ９.７% １４.６% １００.０%



弟であるという書き方で持っていくわけだ。そしてブラザーのことも決して司祭たちの使用人で

はなく兄弟であり、我々家族の息子であり、それはとても大切な点である。しかし、その後色々

な管区でブラザーが召し使いになってしまった事実がある。 

 新会憲会則の第１章第１条からブラザーについて、１．「信仰上の誓願によって神に結ばれる

司祭および修道士たち」と書いてある。 

 ウジェーンが昔書いた会憲会則には、当時ブラザーが一人もいなかったわけだから、１条には
記されていない。同じく３８条にも「司祭であろうと修道士であろうと本宣教会士はすべて、従

順と愛徳で結ばれ」と区別されていない。 

 １８２９年、ウジェーンは疲労から静養が必要となり、あるブラザーに世話をしてもらうよう

になる。ある時、高熱のために墓に入れられるという幻覚を見るのだか、そのブラザーが上から

ロザリオをたらして引っ張りあげて助けてくれるというものだった。 
 これはウジェーンの日々のブラザーへの信頼を物語っているし、ますますそれを強めていく象

徴となったのだ。（つづく） 

 

MAMI-2008 年 度 収 支 報 告                                          

ブラザー八木信彦 

                   2008 年 4 月～2009 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収 入 支 出  

 

        

        

      

 

       

     

 

       

 

 

内 訳 金額 内 訳 金額 

2007年度繰越金 

会費 

祭儀費 

寄付(ｵﾌﾞﾚｰﾄ会員) 
寄付(個人) 
寄付(団体) 
利息 

 

1,829,255 

1,242,200 

126,000 

960,000 

852,000 

1,500,000 

3,220 
 

教育費(国内) 
教育費(外国) 
 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｲﾝﾄﾞ･ｺﾛﾝﾎﾞ 
ニュースレター 

振込手数料 

 

 

 

2,785,718 

1,000,000 

 

11,309 

13,266 

 

 

 

収入合計 6,512,675 支出合計 3,810,293 

 次年度繰越金 2,702,382 

 

お知らせ                    ２００９年４月２８日現在 

 

  ◆◆◆振込用紙同封・御ミサの依頼 
 今年度会費のための振込用紙を同封しました。またどうぞよろしくお願いします。 

 ご自分、ご家族、友人、知人のことで、御ミサの意向にしたいこと（病気の回復、日々の幸福

等）、またはご遺族、亡くなった方の命日に御ミサをささげたい等、その旨をお知らせください。
振込用紙に必要事項を記入して、お振り込みください。金額はおまかせ致します。遅くても御ミ

サ予定日の１０日前までにお願いします。 

 ◆◆◆支援継続のお願い 
 現在のところ、日本国内における養成の場を休んでいますが、召命活動や海外からの司祭、神
学生の日本での生活、日本語学校での語学習得、日本文化・習慣の勉強等、また海外（アジアや

南米）のオブレート会養成支援のため、引き続き皆さんの物心両面によるご協力をどうぞよろし

くお願い致します。 

  ◆◆◆召命祈祷週間（５／２１～２９） 
 ５月２１日から２９日まで毎日、オブレート会の召命が増えるよう、またオブレート会員が神

様のみ旨を忠実に果たせますよう、加えて療養、治療、静養、高齢の中にある会員・その家族と

マミ会員のために、心を合わせてお祈りください。 

 ◆◆◆MAMI 伊丹地区集い 

2009/03/05 現在 世界のオブレート会員数 
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 ５月２３日(土)に、MAMI 伊丹地区集いをカトリック伊丹教会にて開催する予定です。伊丹地

区の皆さんのお越しをお待ちしております。またマミに関心を示してくださるお知り合いの方が

いらっしゃいましたら、どうぞお誘い合わせの上、お越しください。 
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